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桜島噴火は人ごと？

桜島大正噴火の随伴災害

100周年記念事業も
専ら火山活動と島民
避難の問題だけ？

観光資源と化す

山下兼秀「降灰の惨状」

鷹揚地質学講座の放牧方式

次郎長の町だから

（大学は自分で学ぶところと言って教えたことがない）

鹿児島大学不名誉教授・静岡大学客分教授
（株）防災地質研究所所長

知られているのは大正溶岩原と黒神埋没鳥居だけ

岩松 暉（あきら）
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フンドシではない

記念碑はたくさんあるのに・・・
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２０世紀最大の噴火(1914.1.12)

かなり広範囲に分布している
が、地元でも知られていず、未
だに行方不明なものもある。
白陽画（加治木郷土館所蔵）
3

火山活動のまとめ


1/9（金） 夕方




1/10（土） 夕方



1/11(日） 午前4時










市内で有感地震
北岳斜面崩落
井水異常、海岸で温泉湧出、
東西中腹・南岳山頂から白
煙

1/12 10:05




島内全域有感地震

1/12（月） 早朝


西山腹噴火、10:15東山腹

1/12 18:29




島内東北部弱い地震

激震(M7.1)と小津波



西山腹最大規模の噴火、火砕
流で火災



1/13 20:14頃



1/15（木）



1/17～18頃



1月末頃



3月中旬頃



1915年春まで













噴火活動中は災害ユートピア実現



東西山腹から溶岩流出

立場・世代など違いを乗り越えて助け合う
域外からの暖かな支援もある



噴火終息後、長く続く苦難の道始まる



二次災害の発生と継続



夕方海岸線到達
烏島埋没

生活再建策・将来像めぐって軋轢生じがち

大量降灰→植生破壊→山地荒廃→土石流災害
下流では河床上昇→水害
 灌漑用水路閉塞・田畑砂漠化→農地災害



大隅半島到達、瀬戸海峡閉塞
西山腹活動終了




東山腹断続的に活動継続

犠牲者：火山（29名）、地震（29名）、計58名

岩松 暉

噴火終息≠災害終了

約1年間

1/13（火） 20:14
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地震と地盤変動→震災・液状化災害・地盤沈下
移住←火山災害は土地も失う場合がある
家屋だけでなく
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§降灰被害・土砂災害・水害

垂水村郷土誌附録六(1915)
山地の荒廃

植生の被害
垂水村

西串良村

水害による田地の水没

百引村

土石流災害

牛根村

全村の田畑山林は降灰砂の爲め荒凉たる瘠土
と化し去りたるが更に恐るべきは降雨にして一度
急雨沛然として至らんかセメント質を帶ひて凝結せ
る灰砂に覆はれたる土地は吸収力なく停滞力なく
降るに從ひ低きを求めて滔々流下し山林よりは巨
大なる根扱きの樹木及巨巖大石を押流せし慘狀
普通の洪水と比すべくもあらず亦三月六日夜の大
豪雨は各河川共夥しき增水を來し洪水と變し家屋
多數を流失せしめ・・・
・・・この文章に尽きる（巨岩は渓床堆積物？）
7

ただし、郷土誌は文学的表現多く、定量的記載少ないのが難点

東京帝大教授のマップ

郡役所の降灰記録（点情報）

（等層厚線図）

地質学者小藤文次郎（Koto,1960）


櫻島爆發肝属郡被害始末誌（肝属郡役所,1914）
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櫻嶌爆發誌（囎唹郡役所,1916）

地震学者大森房吉（Omori,1960）

所詮、東京からの出稼ぎ→役所の記録をもとに作成？大雑把
幸いホームドクターとして鹿児島高等農林があった
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大正３年の降水状況

火山降灰礫分布圖（金井,1920）
鹿児島高農助教授

災害発生

大正３年日別降水量
台風
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岩松 暉

1914/2/1 1914/3/1

1月鹿児島は欠測？

高隈演習林 軽石58cm＋火山灰9cm＝67cm（金井,1920）

1914/4/1 1914/5/1

1914/6/1 1914/7/1
鹿児島

1914/8/1

佐多岬

1914/9/1 1914/10/1 1914/11/1 1914/12/1

氣象集誌, Ser.1, Vol.33&34による

欠測多く、月別累計雨量を算出できないので、細かくてすみません。

12

2

桜島大正噴火の二次災害
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ボラすべりに起因する土砂流？

ボラすべりに起因する土砂流？

（降下軽石）

（降下軽石）

1338年噴火による
未固結スコリア
（黒い軽石）

Googleによる

台風1326号による伊豆大島災害と似たような状況？

台風1326号による伊豆大島災害と似たような状況？
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伊豆大島下流堆積域
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60年後も桜島ボラすべり（１）
姶良カルデラ壁の例

300m

1976年6月梅雨
前線豪雨
牛根の姶良カル
デラ壁
 鹿大高隈演習林


500m

小林・岩松・露木(1977)

Googleによる

泥流状・巨礫あまりなし

1km
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60年後も桜島ボラすべり（１）
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60年後も桜島ボラすべり（２）

姶良カルデラ壁の例

300m

鹿大高隈演習林の例

1976年6月梅雨
前線豪雨
牛根の姶良カル
デラ壁
 鹿大高隈演習林


500m

小林・岩松・露木(1977)
c

下川・春山・伊達木・藤（１９７８）
1km

岩松 暉
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大正期の土石流・洪水発生個所

ついでながら薩摩降下軽石も
1.3万年前の桜島ボラ

唐湊でボラすべり
岩松(1976)

1976年6月災害






市内32名死亡
鹿大生4名死亡


大家さん1名死亡

下川(1991)

実に10年近く続いた!!

鹿大生形見の目覚まし時計

学生下宿野崎荘の災害
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大正3年2月8日土砂災害
鹿児島日雨量

27mm/d

佐多岬日雨量

3mm/d





垂水村・牛根村・高隈
村・百引村
牛根




大正3年3月6日土砂災害
鹿児島日雨量

42mm/d

佐多岬日雨量

3mm/d





住家倒壊1棟、流出2
棟、土砂流入107棟



高隈・百引


垂水村・牛根村・高隈
村・百引村・西串良村・
東串良村・志布志町・
西桜島村
桜島避難学童3名を含む
垂水



牛根


住家倒壊3棟、浸水5
棟、水田埋没


死者5、負傷1、住家流出
15棟、浸水103棟
死者1、行方不明1、負傷
6、住家流出3棟、住家埋
没9棟

西桜島


住家浸水155棟
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河川改修・耕地整理記念碑多数

土石流・洪水発生河川
10cm
30cm

土石流発生地域

100cm
1m
50cm

50cm
20cm
本城川
10cm
5cm

串良川

菱田川
田原川

肝属川

串良川沿いに１１
基も記念碑がある

高須川

大正軽石を含んでいて大正テフラに覆われていない堆積物の所在地
降灰等層厚線は金井(1920)をcmに換算
（下川,1991）

岩松 暉
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http://bousai.kagoshima‐u.ac.jp/renkei/sakurajima/taisho/index.html
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河川改修紀念碑（高隈中央）

串良川改修記念碑（豊栄橋）

学童も労働奉仕

高隈一帯ノ丘陵ニ降下堆積セ
ル土灰沙石ハ一雨毎ニ洗ハ
レテ河身ニ流出シ水底ヲ埋ム
ルコト三尺乃至一丈
 縱横亂流シ良田ノ沙磧ニ化ス
ルモノ約百八十町
 大正3年東西両串良村で土木
事務組合設置、大正4年着工
 大正5年竣工、すぐ決壊
 大正6年二次工事竣工
 昭和49年「スベテノ組合事務
ヲ完了シタノテココニ解散ス
ル」と彫り加えられている
→実に半世紀を要した！


1919
1916

第２回記念碑

第１回記念碑


1917

修復しては壊され、賽の河原の繰り返し
（土木学会誕生前、恐らく素人工法でやったのでしょう）
25

26

桜島島内の耕地復旧

§農地被害





百引村





東櫻島村

1925

全滅した果樹園
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農地復旧：天地返し

農地復旧：天地返し

富士山宝永噴火後の例（桜島や百引村でも行われた）

富士山宝永噴火後の例（桜島や百引村でも行われた）

天地返しの想像図(山北町教育委員会，土砂崩埋蔵作)

岩松 暉



桜島武 南方神社

全島噴石輕石降灰ヲ以テ埋メ
ラレ其ノ厚サ四五尺ヨリ數丈ニ
達ス
歸村シタル罹災村民ハ食フニ
食ナク住ムニ家ナク耕スニ一
片ノ土地アルナシ實ニ當時村
民ノ窮乏ノ悲惨ノ狀況ハ能ク
筆舌ノ盡ス所にアラサリキ
災害土地ノ復舊耕地ノ回復整
理ハ最トモ緊急ヲ要スル事ニ
属セリ
復舊工事費トシテ政府ヨリ無
利息ヲ以テ借入レ鋭意排灰除
石耕地復舊ノ工事ニ奮躍勉勵
組合長ノ大窪宗輔氏ハ病ノ爲
ニ遂ニ職ヲ辭シ

29

天地返しの想像図(山北町教育委員会，土砂崩埋蔵作)
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ボラ起こし(ボラ排除)

山重太吉翁頌徳碑




1966
曽於市大隅町荒谷


耕土として不適なボラを鍬とモッコで排除し、畑の隅に積み上げる

然し乍ら翌三年桜島の大噴火
があり降灰四十センチに及ん
で川の模様は一変 大正六年
同十年と用水路に水は溢れ
埋って工事は挫折し予算は
次々に狂った
水田五町 畑十五町 山林三
十有余町歩を競売さる 当時
米一升十五銭の時代にて翁
の私有財産ことごとくを開田に
費消されたものである
遂に肥沃なる四十有町歩の水
田が開けるに至った

現在は美田を見下ろしている
32

地震によるシラスがけ崩れ

§夕刻、地震(M7.1)もあった

天神が瀬戸數十間に亙りて崩壊し折からの
月明をたどりて谷山方面へ連續して遁れ行く避
難者を地下十三間の底に壓死せしめたり。道
路傳へて數十人の慘死者あるべしと、谷口知
事命じて晝夜兼行して發掘せしむ。而も爆震は
未だ止まざれば尚破壊するの恐ありて危險甚
だし。
村靑年會員危險を冒して一月十五日より發掘
に着手し二十三日に全部死體を堀り出すを得
たり。埋沒者十名・・・西武田村誌(1915)

江戸時代の埋立地など
軟弱地盤：烈震（Ⅳ）

現在は埋立地激増!!

今村(1920)
33

天神ヶ瀬戸地形図

34

埋もれ谷もあった？
薩摩降下軽石



崩壊




この精度では分からない
シラスの表層崩壊？
明治35年測図37年製版（2万分の１）

大正5年測図大正7年製版（2.5万分の1）

高さ二十餘間の斷崖絶壁は、・・・（『櫻島大爆震記』(1914)

岩松 暉

天神ヶ瀬戸～広木
間には埋もれ谷多
い→そこには薩摩
降下軽石が存在
地下水は埋もれ谷
に集まる
しばしばその下底部
から大規模なシラス
崩壊が発生する

1986.7.10災害（鹿児島市武）
35
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液状化災害

蛇
足

§忘れられているのが地盤沈下
地震と液状化による側方流動が原因？



江戸時代の干拓地水没

塩田水没

海岸護岸堤防決壊



台風による高潮が追い打ち



田上川の堤防には長さ數間
に及ぶ數十の大龜裂を生じ、
田上尋常高等小學校の校庭
にも處々龜裂を生じ其の裂口
より濁水滔々と湧き出で瞬間
にして脛を沒するに至り當日
宿直して熱心に救護に從事
中の松元訓導の如き全く海嘯
の襲來と仰天せし程なりしと。
（西武田村誌,1915）
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堤防復舊紀念碑（小村新田）

姶良カルデラ中心に地盤沈下




50cm

８月の台風

1917

沿岸一帶ノ土地沈降海
水ハ三尺餘ノ高潮□來
シ地區内ニ海水侵入水
田ノ大半ハ一大沼海ト
變ズルニ至リ
堤防ノ西南角其他数ヶ
所ニ大決潰ヲ生ジ海水
滔々トシテ浸入青田変
ジテ海ト成リ浸水家屋
百餘戸家財流失着ルニ
衣ナク食フニ食ナキノ
惨状ヲ呈シ村民ノ困憊
其極ニ達セリ

Omori(1916)
39

§移住（火山災害は土地まで失う）
国有林の測量










大中尾尋常小学校新設

遂に土地は我がものに

個人資産の補償
指定移住地＝国有林
県に無償払い下げ、県は罹災
者に貸与
小屋掛け費・食料費等支給
開墾終了後、無償譲渡





迅速な対応







勅令で主務大臣（大蔵・内務・
文部）権限知事に委譲
爆発5日後には熊毛郡長に移
住先照会
北海道などに吏員派遣し調査
2ヶ月後には移住開始






1936
垂水市大野原

岩松 暉

宅地ハ一戸ニ対シ五畝
以内、地形ニ応ズ
耕地ハ平均壱町七反歩
以内、家族数デ斟酌
五ヶ年以内ニ完成セシム
事業完成後拾年後ニハ
所有権ヲ移住者ニ与フル
その他、燃材林採草地・防風林水
源保護林地・牛馬埋葬地・墓地・道
路敷・学校敷実習地及学林地・寺
院敷・公共用地（駐在所・伝染病舎
敷など）
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移住地のその後

§今後に備えて

大正噴火後、桜島か
ら持参してきた仏画
（鹿屋市花里）




垂水市旧大野小中学校（2006年休校）

いずこも少子高齢化で過疎
新設３小学校は全て閉校






子供の賑やかな声が聞こえない

桜島出身者数も少なくなり、よ
そ者も増えた
集落で集まって、当時持参し
てきた仏様を拝み、大正噴火
を伝承しているところもある

西之表市旧鴻峰小学校（2001年休校）



地震も火山活動もプレート運動（爪の伸びるくらいの速度）の産物


住民は決して廃校とは言わない

巨大地震による応力場の変化と火山噴火
（力のバランス）



スマトラ島沖地震(M9.1,2004)、チリ地震(M8.8,2010)、東北地方太平洋沖地震
(M9.0,2011)、アラスカ沖地震(M7.7,2013),チリ地震(M8.2,2014) →活動期に入った!?

貞観時代は大地動乱の時代
(859‐877)

スマトラ島沖地震 M9.1
(2004.12.26)
巨大余震も頻発
 火山噴火も頻発





2012.4.11
にもM8.2




2006年撮影





東北地方太平洋沖地震
M9.0でも日本列島の応
力場変化




富士山噴火(864‐866)
阿蘇山噴火(864,867)
地震・津波(869) >M8.3
鳥海山噴火(871)
開聞岳噴火(874) 正4位下に昇叙
京都祇園祭


何が起きるか分からない


西日本大震災か、富士山
噴火か、はた桜島か

シナブン火山数百年ぶりに噴火(2010)



地震の12日後、当時の国
数66本の矛を立てて大々
的な御霊会→山鉾巡行
薩摩に伝わって「おぎおん
さあ」

おぎおんさあ(2012.7.22)

（スマトラ富士）→2014年現在も活動中

§１００年前の南九州


日向灘地震 1909




喜界島近海地震 1911









M8.0

真幸地震 1913‐1914
日置地震 1913




M6.4

霧島御鉢噴火 1913
桜島前兆地震 1914
桜島大噴火 1914

桜島地震 1914


M7.9






M7.1

口永良部島鳴動 1914
中之島小噴火 1914
硫黄島群発地震 1914
諏訪之瀬島鳴動 1914
栗野地震 1915
南九州全体が
地学的に騒然

現在も新燃が300年ぶりに噴き、諏訪之瀬も活発、徳之島では震度４、不気味

岩松 暉

広域的な火山防災対策に係る検討会

国も検討開始(2012～)
2013.5.16 提言発表
それなのに地元では!?
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桜島大正噴火の二次災害

土砂災害防止の集い２０１４(2014.4.23)

鹿児島における土砂災害


東京都盛土造成地マップ公表
(2014.3.31)

風化土層の表層崩壊（地質によらない）



シラス崩壊・マサ土崩壊など顕著例も
ボラすべり
1997北西部地震（紫尾山）

鹿児島市武岡団地

温泉地すべり・変朽安山岩の粘土化帯のクリ
ープ
北西部地震
（さつま町）
 キャップロック型地すべり
 溶結凝灰岩や溶岩の転倒崩壊・落石
 谷埋め盛土造成地の地すべり
 奄美諸島の赤色風化に伴う地すべり
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ぜひ想定外を想定してみよう

ダメ押し＝あなたはどうしますか？

湾岸事業所アンケート

3.11では「想定外」
が言い訳に使わ
れた
 桜島は100年前に
経験済み、言い訳
には使えない




ぜひ事業継続計
画(BCP)立案と実
践を！ 企業だけでなく

長期休業→顧客離れ→倒産→雇用喪失→地域衰退

役所も病院も

ダメ押し＝あなたはどうしますか？
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風向きが東風の場合（金井の図を東西反転）→市街地は1m超す豪灰（単位：尺）

これでおしまい

甲突川全水系を覆う→浄化槽
に蓋のオーダーではない
ガソリンは公的機関優先に供
給、建設業者は後まわし→こ
れでは重機動かない
コンピューターダウン→全機
能麻痺etc.･･･

おそまつさまでした。ご静聴感謝します。
風向きが東風の場合（金井の図を東西反転）→市街地は1m超す豪灰（単位：尺）

岩松 暉

私は「おそまつさん」ではありません、
「いわまつさん」です。
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